
郵　便　は　が　き

5 8 752 9 0

滋
賀
県
草
津
市
青
地
町
138

株
式
会
社 

ク
サ
ネ
ン

　
カ
ス
タ
マ
ー
セ
ン
タ
ー 

行

料金受取人払郵便

草津局
承　認

電話番号

お 名 前

ふ り が な
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年 齢
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（切手不要）

1. 20歳代　　　　2. 30歳代　　　　　3. 40歳代　
4. 50歳代　　　　5. 60歳代　　　　　6. 70歳以上

滋賀県

□エリアと姓のみ記載
□ペンネーム
（　　　　　　　　　　　）

ご意見やプレゼントの当選を掲載する場合

差出有効期間
２０２１年１月
３１日まで

6265

ショールーム「ケースタイル」
ガス機器・オール電化機器
草津市東草津一丁目3-40
TEL  077-561-0555
定休日／水曜日

ショールーム「ケースタイル」
ガス機器・オール電化機器
草津市東草津一丁目3-40
TEL  077-561-0555
定休日／水曜日

LIXIL リフォームショップ
クサネン
栗東市安養寺八丁目7-26
TEL  077-552-5577
定休日／月曜日・祝日・第2日曜日

LIXIL リフォームショップ
クサネン
栗東市安養寺八丁目7-26
TEL  077-552-5577
定休日／月曜日・祝日・第2日曜日

ENEOS ウイング湖南
カーライフステーション
　　　　　  プロショップコーティング技術認定店
栗東市小柿五丁目11-10
TEL  077-551-0450

ENEOS ウイング湖南
カーライフステーション
　　　　　  プロショップコーティング技術認定店
栗東市小柿五丁目11-10
TEL  077-551-0450

クサネン株式会社
〒525-0041 滋賀県草津市青地町138番地  クサネン

0120-417-932
https://www.kusanen.com/

お客様
ダイヤル

1級建築士事務所

住まいのお困りごと・快適な暮らしのサポートは、クサネンへお気軽にお問い合わせください。 最新情報はホームページでもご案内しています。
ホームページ   https://www.kusanen.com/   E メール  info@kusanen.com

スタッフの
つぶやき

が家には「藤沼Pay」というものが存在します。子どもたち用のPay
でお手伝いの内容によって5Payや10Payを獲得します。そのPay
で色んなお菓子がもらえるという仕組みですが、上の子は地道に
貯めては高額なお菓子を狙い、真ん中の子は5Pay獲得できればす

ぐに5Payのキャラメルを食べています笑。いずれにせよ共働きの我が家に
とっては、お手伝いを積極的にしてくれることがとても助かります！　  （藤沼）

わ

近の休日は、家族で公園に出かけます。矢橋の
帰帆島公園・野洲の希望ヶ丘公園・信楽の鹿深夢
の森を制覇、次は米原のグリーンパーク山東を

計画しています。子どもたちは、買い物に行くとすぐに「帰
ろう」というのですが、公園では親のほうが「もう帰ろう」と
いうほど、一日中駆けまわります。元気に遊べるのはうれ
しいことですが、僕も妻も夜にはヘトヘトです笑。   （松田）

最

月号でつぶやいた資格に合格しました！スマート
化する住まいとZEH含むエネルギーや暮らしの
スペシャリスト【スマートマスター】といいます。

エネルギーに関することは私まで！今までの試験勉強に
使っていた時間は、大好きなアイスクリーム巡りの時間
にします。冬に食べるアイスもおいしいですよ。  （服部）

９

リビングライフ課
服 部

取手を引っ張るだけで脱着できる「マグネット式オイルトレー」、あ
ると便利な「キッチンタイマー」がつきました。お好みやキッチン
のイメージに合わせて色味や明るさまで選べる「LED照明」、使用
状況によって自動で風量が切り替わるなど、新機能が満載です！

ケースタイル
クサネン ショールーム

展示商品のご紹介NEW

見て・さわって・納得！！

新しくなったクララの展示を始めました！

㋱143,000円（税別）

75,790円税別クサネン
商品価格

標準取替工事費30,000円（税別）

NFG7S22MSIクララ

〈レンジフード〉

・スリム型ノンフィルター
・コンロ連動タイプ

1/5（月）より、通常営業いたします。
12/26　～1/4土 日

年末年始のお知らせ

来年もどうぞよろしく
お願いいたします。

ショールーム ケースタイルの年末年始休館

ショールームアドバイザー 竹 内　

ノンフィルターなので、普段は整流板をさっと拭くだけでOK。
汚れが詰まりやすい継ぎ目や拭きにくい角を少なくし、

表面はフッ素ナノコートの仕上げで、
さらにお手入れしやすくなりました！

75㎝幅

温風がないのでホコリが立たず、心地よい暖房。
換気をしても寒くなりにくい！
アレルギーをお持ちの方、ハウスダストが気になる方、
ヒートショックが心配な方、必見。冬の換気対策にも！！

安全性・快適性耐久性ガスでも電気でもOK 自由設計

ショールームケースタイル、
LIXILリフォームショップで
体験できます！！

施工事例も
いっぱい！

温水床暖房ユカカラ暖房
遠赤外線ブラックパネルの

換気をしても寒くなりにくい！

1畳 4.9万円～税別

温水パネル+フローリング（※施工費込み）

上貼工法
なら

いまお住まいの床に貼るだけ！
フローリングも新しくなりおすすめです！

火を使わないから子育て中も、
ペットが居るときも、
高齢になってからも安心。

おウチ時間を楽しむためのさまざ
まなアイデアが見られますが、今、
注目されているのがオーディオブッ
ク。つまり、聴く読書です。自分の
目でじっくり読むのも良いですが、
本を朗読したものだと、家事やお家
で楽しむ趣味などをしながら物語
が聴けたり、声のトーンや表現力を
感じることで、より臨場感を得られ
ると、人気が高まっています。

小説は現代のものから昔の文学作
品があり、ほかに、教養本などジャ
ンルもさまざま。昔話は、お子さん
と聴くのも良いですね。俳優や声優、
ナレーターによって朗読されたも
のは、聴きごたえも十分です。CD
なども人気ですが、スマホなどにダ
ウンロードできる音声メディアは月
額定額料金で聴き放題のプランも
あるので、気軽
にいろんな物語
に触れることが
できます。ぜひ
チェックしてみ
ては？

今話題の HOT なニュースをご紹介します。
クサネン

イメージキャラクター
エコかえる

KKKKKKKKKKKKKK

オーディオブックが人気！オーディオブックが人気！

ウインターブルーとは、気分がどんよ
りしたり、やる気が出ないなどの症状
で、秋が深まり、日照時間が短くなっ
て気温も下がる11月ごろから寒さが続
く３月くらいまでに見られるそうです。
季節性のものなので、症状は自然と治
まるそうですが、おウチ時間を過ごす
人も多くなっている今、気分良く過ご
したいですよね。対策としては、積極
的に太陽の光を浴びること。天気に
よって太陽の光を浴びるのが難しい
場合は、お部屋の照明を明るいものに
変えるのも良いそうです。また、30分
程度、有酸素運動をするのも良いので、
お散歩がてら、ウォーキングをしてみ
ては？

さらに、幸せホルモンと言われる「セ
ロトニン」をつくる食べ物を摂り入れ
ることも大切。セロトニンを増やすの
に必要なトリプトファンというアミノ
酸を多く含む牛乳やチーズなどの乳製
品、豆腐や納豆などの大豆製品、卵な
ど。ビタミンB6も効果的で、レバーや
まぐろなどもおすすめです。

ウインターブルーにご注意をウインターブルーにご注意を

スパイスなどを入れてつくるドイ
ツのホットワイン。ドイツでは、
11月下旬ごろからクリスマス前
まで、街を華やかに彩るクリスマ
スマーケットで見られ、親しまれ
ているそうです。

そんなグリューワインは、おウチ
でつくることもできます。赤ワイ
ンにシナモンやクローブなどお
好みのスパイス、グラニュー糖や
はちみつなどで甘みを加えて火
にかけ、沸騰直前に火を止め、
20～30分置いて、輪切りのオレ
ンジやリンゴなど、フルーツを加
えたら、再び温めてグラスに注
ぎます。シナモンはパウダーでも
良いですし、フルーツや甘みもお
好みでOK。白ワインでつくると
きは、シナモンやクローブに加え、
しょうがを入れるパターンもある
ようです。また、フルーツは、最
初から入れるパターンもあるそ
うなので、自分流にいろいろ試し
てみると良いですね。

グリューワインを
楽しみましょう！
グリューワインを
楽しみましょう！

01 0202 0303

トピックスイ ママ ド キキ

本紙は自然にやさしい
大豆油インキを
使用しています。

本紙は自然にやさしい
大豆油インキを
使用しています。

発行：株式会社クサネン・K-style
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お客様とクサネンをつなぐ暮らしのかけは誌お客様とクサネンをつなぐ暮らしのかけは誌
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「クサネン・ケースタイル掲示板」 2020年12月号

こちらのハガキからご応募ください

クイズ

お役立ち情報暮 ら し の今月の
築 年 数
住宅タイプ
施 主 様
リフォーム
箇　　所
工     期
参考価格

湖南市N様邸

クサネンのリフォームで
快適プラス！

1級建築士事務所

クサネン
施工事例

作り方

❶

❷

❸

❹

牛肉は2～3ｃｍ幅に切り、小麦粉を軽く
まぶす。玉ねぎとマッシュルームは薄切
りにする。

大きくて深めの耐熱ボウルに、合わせ
た調味料、玉ねぎ、マッシュルームの順
に入れ、その上に牛肉を広げて並べる。

軽くラップをし、レンジ600Wで15分
程度加熱する。

レンジが終わったらバターを加えよく
かき混ぜ、ごはんをよそった上から盛り
付ける。

❶ ❶

❷ ❷

❸

奥様サポーター  小 島

レンジは10分くらい

から様子を見てください。

お鍋に入れてガスコンロ

やIHで加熱してもOK!

ソースとケチャップで
　　　　  ハヤシライス

玉ねぎ
生マッシュルーム
牛薄切り肉
小麦粉（薄力粉）
バター

2個
８～10個
100g
大さじ1.5
15ｇ

ウスターソース
トマトケチャップ
水
牛乳

大さじ4
大さじ7
180ml
大さじ1.5

材　料 〈調味料〉

ルウ不要！

カ ン タ ン

エコがえる　 の
暮らしワクワク日記
エコがえる　 の
暮らしワクワク日記

season 2

茶色ベースのシンプル
な浴室、窓が開けづら
くなってきています。

カウンターの横幅が特
徴的。洗面ボウルの
下はオープンな収納
スペースになっており、
猫用グッズを置かれて
いました。

リフォーム担当  春 野

LIXILリフォームショップ

クサネン ホームページ

リフォーム事例
公開中

詳しくはこちら!

34年
一戸建て
60歳代　
浴室・洗面所・
トイレ
10日間
220万円

水まわりリフォームで
明るく新築のようなお風呂・洗面所・トイレに

お風呂

Before

いくつかのショールームを周って
こられたN様。床が気に入ったこ
とが決め手で「タカラスタンダード
伸びの美浴室」を選ばれました。
お風呂で一般的な床材は樹脂素
材で細かな溝があるデザインが
多いのですが、こちらは磁器タイ
ルを使用していることが特徴で
す。さらに床のコーティングによ
り、硬いタワシで擦っても傷つき
にくくなっているため、お手入れ
もしやすくなっています。

開けにくかった窓はペアガラス
の引き窓に交換、新たに浴室暖
房機も取り付け、磁器タイルの
保温効果と合わせて、冬場でも
あたたかく快適に入浴すること
ができます。

カウンターがワイドで、蛇口は壁から出ているタイプをご希望で
したので、洗面台と別にカウンター棚を設置しました。
洗面台は白い木目調デザイン、洗面ボウルの深さやホーロー製の
お手入れのしやすさを気に入られました。以前、洗面ボウルの下
に置かれていた猫用グッズは、新しく設置した棚の下に置くこと
ができます。洗面台ミラーの上には洗面所用のルームヒーターを
セット。冬は暖かく夏は涼しく、洗面空間も快適です。

洗面所

タカラスタンダード 伸びの美浴室 1317サイズ

After

Before

タカラスタンダード ファミーユ 間口900㎜

After トイレ

Before

After

After

K

一般的なタンクありトイレから、収納付きシステムトイレへ
と変わりました。一見、タンクレストイレのように見えますが、
便器背面のキャビネット部にタンクを隠し、スリムでスタイ
リッシュなのに、左右扉には収納も確保。お掃除道具やトイ
レットペーパーもしっかり片付きます。

TOTO レストパルI型

家全体が明るい
雰囲気になり、まるで
新築みたいだと

喜んでいただきました。

ご意見・ご感想 メッセージなど、ご自由にお書きください。

クイズの答え

応 募 方 法
右記の応募ハガキで、クイズ・質問にお答えいただいた方の中から、
抽選で5名様にQuoカードをプレゼントいたします。　

右のハガキは、切手は不要ですので、弊社に対するご意見やご要望なども
お気軽にお寄せください。ご意見は匿名でご紹介させていただくこともございます。
※ご回答内容につきましては、弊社商品開発の参考以外に使用することはございません。
　また、個人情報の保護には万全を期すことをお約束いたします。

お客様の声をお聞かせください

2021年1月10日 必着まで応募締め切り

★10月号の答えは  ⑤リンナイ  でした。

おめでとう
ございます！

《Quoカード当選者》大津市 小島さま／大津市 田中さま／大津市 中村さま
　　　　　　　　　草津市 宮﨑さま／守山市 牧さま

①間口60㎝　②間口75㎝　③間口90㎝
ヒント 今月号の コーナーを見てね。

こたえは

番今月号のケースタイルからのお知らせで
紹介している新商品

「ノンフィルターレンジフード クララ」
ケースタイルに展示しているサイズはどれでしょう？

ケースタイル

□ 調理のたびに　□ 週に一度　  □ 月に一度　  
□ 半年に一度　  □ 一年に一度
□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　 　）

キッチンのお手入れ（大掃除）をする頻度は？

□ ガスコンロ・IHクッキングヒーター
□ レンジフード・換気扇　 □ 水栓
□ キッチン扉内部　  　　 □ 食器棚　  □ 床

Q2.

キッチンでお手入れのしにくい場所はどこですか？Q1.
アンケートにご協力お願いしますアンケートにご協力お願いします


